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●アクセント使いでお部屋が一新！

●アレンド Re・Living「アクセント使いで暮らしが明るくなる！」

●使うだけで節水！エコ商品  ●aico でしょ「工事不要！つっぱり型手すり」

●お店紹介「高知カンパーニュブルワリー」  ●エネワンでんき始めました！



アクセント使いでお部屋が一新！アクセント使いでお部屋が一新！

2 色のクロスを貼り分けることで、落ち着い
た雰囲気の中に華やかさも感じます。さらに
テレビ台の背面に機能性のある「エコカラッ
ト」を組み合わせることで、デザイン性だけ
でなく快適性も高めました。

エコカラットは「機能性壁材」と呼ばれ

るほど、高い調湿・脱臭効果があります！

ご愛用者様から嬉しい声が届いています。

エコカラットってどんな効果があるの？

クロスで手軽にイメージチェンジお部屋の悩みが一新！エコカラット

脱衣場の湿気がひどく、結露がびっしり！お風呂
の後は毎回ふいていましたが、エコカラットを貼っ
た後は一切なくなりました！いつもジメっとして
いた感じがなくなり、空気が変わったようです！

クロスやエコカラットの実物がご覧いただけます。

2 色使いのクロスが

素敵～！壁紙って白

以外も選べるの？！

はい、壁紙には色や柄など、

豊富なバリエーションがあ

ります。無地のクロスを複

数組み合わせたり、柄のク

ロスを部分的に貼るなど、

部屋の役割や好みにあわせ

て、自分らしい空間が作れ

ます。

アレンド Re・Living「アクセント使いで暮らし
が明るくなる！」もあわせてご覧ください。

リビングに置いている猫トイレの匂いが悩みでし
たが、エコカラットを貼ってからは気にならなく
なりました！キレイな空気で過ごせて嬉しい♪

高知市葛島にある土佐ガス本社ショー
ルームでは、写真だけでは伝わりづらい
質感や効果を実際に体感いただけます。

高知市葛島 2丁目 3-75　tel.088-885-1289
営業時間 10時 -17 時（土日祝日閉館）
※ごゆっくり体験いただけるよう、事前にお電話でのご予約をお願いい
たします。

南国市H 様邸

エコカラットご愛用者様の声

NEXT PAGE詳しくは

クロスのアクセント使いについて

「アクセント使いで暮らしが明るくなる！」
トイレの水漏れから、リフォームを検討されていました。打合せで訪問した際、フローリング

の傷みが目立っていたため、キッチン・リビングの床とクロスの張替えもあわせて提案しました。

アクセントを効かせたリフォームで、暮らしが明るく変わりました。

アレンド TEL：088-885-1289　アレンド中村：0880-35-4372　

HP 上 で、より詳しい内容を紹介しています。https://www.tosagas.co.jp/case/

AfterBefore

Re Living・

お客様のご希望は「とにかくトイ
レを明るくしたい！できるだけ掃
除もしやすいように！」でした。
下壁・床はニオイが染みつかない
ホーローパネルを採用し、上のク
ロスは淡い水色を選びました。さ
らに、リビングとキッチンは柄物
クロスに挑戦しました。

お施主様の声：以前はお客さんに
トイレを使ってもらうのが恥ずか
しかったのですが、キレイになる
と人を招きたくなりますね。また、
こんなにクロスで楽しめるなんて
驚きです！娘と一緒に選ぶ時間も
楽しかったです。部屋が明るくな
ると気持ちまで明るくなりました。

アレンド中村　加用
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全国的に水道料金は値上げの傾向にあります。
家庭での水の使われ方は

という調査結果があります。これらの水の利用
料が多い箇所から節水すると効果が高いです。
環境に配慮したエコ商品に取り換えれば、今ま
でと同じ使い方で無理なく節水できます。節水
アクションと組み合わせれば、さらに効果が期
待できます！

使うだけで節水！エコ商品

1位　お風呂
2位　トイレ
3位　炊事

シャワーヘッド

シャワーをこまめに止めて使う…1回あたり約８L

年間 14,500円お得
水道代：マイナス約 5,500 円　ガス代：マイナス約 9,000 円

TOTO　エアインシャワー THYC48

メーカー希望小売価格 5,900 円（税抜）（工事費別）

TOTO の新技術により、水に空気を含ませることで、
水の一粒一粒を大粒化。節水しながら、たっぷりの浴
び心地が体感できます。

従来品と比べ、

約 35％節水

節水
アクション

大小洗浄の切り替えを

きちんと使い分ける

節水
アクション

洗面・その他
6%

【家庭での水の使われ方】

風呂
40％

トイレ
21％

炊事
18％

洗濯
15％

東京都水道局　平成 27 年度

一般家庭水使用目的別実態調査

工事は

1 ～ 2時間

トイレ

年間 15,000円お得

TOTO　ネオレスト AH2HW

メーカー希望小売価格 389,000 円（税抜）（工事費別）

1 回あたりの洗浄水量がわずか 3.8L（床排水の場合。
壁排水は 4.8L）。1 回あたり 13L 必要だった約 15 年
前の便器と比べて、大幅な節水を実現しました。

従来品と比べ、

約 75％節水
工事は半日

自動水栓

TOTO　アクアオート（自動水栓）単水栓 TENA12A

メーカー希望小売価格 83,000 円（税抜）（工事費別）

※エコ商品および節水アクションの数値は全て TOTO( 株 ) 調べ。従来品シャワー＝1994～ 1997 年商品（サーモ水栓 +シャワーヘッド）、従来品トイレ＝1987

年～ 2001 年商品、従来品水栓＝1979 ～ 2012 年商品（2ハンドル水栓金具）。価格は 2019 年 7 月現在のものです。※工期は一般的な目安です。お客様宅の状況

によって異なります　

センサー方式により手を差し出すとサッと水が出て、
手を遠ざけると水が止まります。止め忘れを防ぎ、節
水効果も抜群です。

従来品と比べ、

約 84％節水

工事は

1 ～ 2時間

…1回あたり最大２L
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合同会社高知カンパーニュブルワリー　https://tosaco-brewing.com/

お店紹介お店紹介 高知カンパーニュブルワリー

和醸ケルシュ こめホワイトエール

TOSA IPA ゆずペールエール

高知県生まれの日本酒酵母とビール酵母が、和をもっ
て醸すビール。色味は薄く見えますが、独特の吟醸香
がしっかり感じられるギャップにやられます。

小麦モルトを土台に、精米したての高知県産のお米と、
清流仁淀川のほとりで育った山椒を使用。飲み終わり
に山椒独特の風味がきて、スルスル飲めます。

大切な人との時間を幸せにするビール

４種のホップと土佐文旦果皮を使用。最初にガツンと
ビールの苦味を味わった後は、文旦のジューシーな香
りの余韻にひたれます。

高知県産のゆずの皮を贅沢に使用。ビールの苦味を抑
えて、フルーティーな甘みが楽しめます。ビールが苦
手な方や、甘いお酒が好きな方にもおすすめです。

JAPAN 
GREAT BEER 
AWARDS 2019

金賞

JAPAN 
GREAT BEER 
AWARDS 2019

銀賞

ブルワー　瀬戸口さん

和醸ケルシュ

「ビールが苦手な妻と一緒に乾杯したい」そんな思いから生
まれたのが、土佐山田発のクラフトビール「TOSACO（と
さこ）」。高知県内唯一のビール醸造所「高知カンパーニュ
ブルワリー」が開発しました。文旦、ゆず、山椒など県内
産の材料を活かして、「こんな味もあったんだ！」という新
鮮な喜びを提供します。どの種類もビールの良さはそのま
まに、後味はすっきりと、素材の良い香りが残ります。
全国規模のコンテストで最高賞金賞を受賞した「和醸ケル
シュ」を筆頭に現在 4 種類、各 500 円（税抜）。HP での
通信販売に加え、香美市のスーパーを中心に県内外で取扱
いが広がっています。詳しくは HP 内「TOSACO が飲め
る店・買える店」にてご確認いただけます。

まずは電気の検針票をご用意いただき、
「エネワンでんきの広告を見た」と土佐ガスまでお電話ください！

お客様総合窓口 :088-800-1212

エネワンでんきに切り替えるだけで、電気代がお得になるチャンス！
どれだけお得になるのか、HPで簡単にシミュレーションできます。
http://www.saisan.net/saisan/pps2/

リフォーム＆福祉用具

工事不要！つっぱり型手すり

賃貸だから手すりがつけられない…とお悩みの方へ！

2016 年 4 月から始まった電力自由化により、お客様ご自身で電力会社を選ぶことができるようになりま
した。土佐ガスでも「エネワンでんき」の代理店として、電力の取り扱いを開始します。

費用負担 0円！
ご自宅で

らくらく手続き♪
品質 ・安定性は

そのまま！

始めました！

●天井と床で固定する手すりで、工事をせずに設置できます。
●トイレや玄関など、狭い場所でも設置できます。
●オプションを組み合わせることで、利用者の生活動線に合わせた   
　補助ができます。

つっぱり型手すり「ベスポジ‐e」

オプション
「グリップアーム」

基本セット

レンタル・
貸与商品

基本セット（丸型天井ベース）…メーカー希望小売価格 45,000 円（税抜）
グリップアーム -e（単品）…メーカー希望小売価格 18,000 円（税抜）
※貸与価格についてはお問い合わせください。

立ち座りを

サポートします！

tel.088-828-8580
高知市朝倉西町１丁目 10-16

［あいこ］

しまんと

［あいこ］ tel.0880-35-4372
四万十市古津賀 1丁目 139

※土佐ガス幡多支店内

使用イメージ

2019 年 7 月 OPEN

5 6



●●

●

●

コンロ体験！料理教室予　約

受付中

マルチグリルを使ったメニューを

ご体験いただけます。

★エプロンをご持参ください。 088-800-１212お問い合わせ ・ お申し込み

複数回のお申し込みも可能です ! 詳しくはお問い合わせください。

●場所　高知市葛島2-3-75 本社4階　土佐ガス・クッキングスタジオ　●時間　午前10時（2時間程度）●参加費　500円（1回）　

●定員　各回6名（定員に達し次第、締め切ります。また新規にお申し込みの方を優先させていただく場合がございます。ご了承くださ

い）※当料理教室ではガスコンロ専用のマルチグリルを使用します。サイドメニューもあわせて調理します。開始予定時間の10分前に

お集まりください。

11月：エッグタルト

第 72 回 11 月 19 日 （火）第 71 回 10 月 18 日 （金）

10月：ロールキャベツ 12月：蓮根と椎茸のハンバーグ

第 73 回 12 月 18 日 （水）

表紙カメラマン

　昨年 9 月、南アルプスの 3000ｍの山々が連なる荒川三山～
赤石岳への 2 泊 3 日の山行を楽しみました。私のこれまでの登
山は天候に恵まれず絶景を楽しむということが少なかったので
すが、今回は天気にも恵まれ雲海の富士山とご来光を二度も見
ることができ、最終日にはライチョウにも出会うというおまけ
まで付いた充実した山行となりました。
　南アルプスは登山口までのアクセスが少し不便で登山者も少
ないですが、富士山との距離が近く雄大な姿を見ながらの稜線
歩きや高山植物なども楽しめました。リニア新幹線の工事が行
われているようですが、この大自然がいつまでも守られ、もっ
と多くの人たちがこの美しい雄大な景色を楽しめるようになれ
ばいいと思います。

土佐ガスグループ　アツミ電子計算センター　山本悪沢岳（3141m）での記念撮影


